
回数 開催年度 開催地（都道府県） 優　勝 準優勝 回数 開催年度 開催地（都道府県） 優　勝 準優勝

1 1970 東　京 中央大学附属高等学校（東京） 崇徳高等学校（広島） 1 1970 東　京 岡崎女子高等学校（愛知）※ 習志野高等学校（千葉）

2 1971 東　京 大阪商業大学附属高等学校（大阪）※ 日本大学山形高等学校（山形） 2 1971 東　京 高田高等学校（岩手） 角館南高等学校（秋田）

3 1972 東　京 崇徳高等学校（広島） 大阪商業大学附属高等学校（大阪）※ 3 1972 東　京 中津南高等学校（大分） 中村高等学校（東京）

4 1973 東　京 大阪商業大学附属高等学校（大阪）※ 崇徳高等学校（広島） 4 1973 東　京 八王子実践高等学校（東京） 富岡東高等学校（徳島）

5 1974 東　京 古河第一高等学校（茨城） 直方高等学校（福岡） 5 1974 東　京 八王子実践高等学校（東京） 博多女子商業高等学校（福岡）※

6 1975 東　京 崇徳高等学校（広島） 藤沢商業高等学校（神奈川）※ 6 1975 東　京 就実高等学校（岡山） 中村高等学校（東京）

7 1976 東　京 大阪商業大学附属高等学校（大阪）※ 崇徳高等学校（広島） 7 1976 東　京 泉州高等学校（大阪）※ 成安女子高等学校（京都）※

8 1977 東　京 弘前工業高等学校（青森） 都城工業高等学校（宮崎） 8 1977 東　京 博多女子商業高等学校（福岡）※ 就実高等学校（岡山）

9 1978 東　京 藤沢商業高等学校（神奈川）※ 大阪商業大学附属高等学校（大阪）※ 9 1978 東　京 妹背牛商業高等学校（北海道） 宇都宮女子商業高等学校（栃木）※

10 1979 東　京 藤沢商業高等学校（神奈川）※ 大阪商業大学附属高等学校（大阪）※ 10 1979 東　京 香川高等学校（山口）※ 成安女子高等学校（京都）※

11 1980 東　京 藤沢商業高等学校（神奈川）※ 習志野高等学校（千葉） 11 1980 東　京 成安女子高等学校（京都）※ 宇都宮女子商業高等学校（栃木）※

12 1981 東　京 弘前工業高等学校（青森） 大阪商業大学附属高等学校（大阪）※ 12 1981 東　京 就実高等学校（岡山） 宇都宮女子商業高等学校（栃木）※

13 1982 東　京 藤沢商業高等学校（神奈川）※ 東洋高等学校（東京） 13 1982 東　京 四天王寺高等学校（大阪） 就実高等学校（岡山）

14 1983 東　京 東亜学園高等学校（東京） 直方高等学校（福岡） 14 1983 東　京 八王子実践高等学校（東京） 氷上農業高等学校（兵庫）※

15 1984 東　京 崇徳高等学校（広島） 法政大学第二高等学校（神奈川） 15 1984 東　京 四天王寺高等学校（大阪） 共栄学園高等学校（東京）

16 1985 東　京 習志野高等学校（千葉） 東海大学第四高等学校（北海道）※ 16 1985 東　京 古川商業高等学校（宮城）※ 八王子実践高等学校（東京）

17 1986 東　京 藤沢商業高等学校（神奈川）※ 東海大学第四高等学校（北海道）※ 17 1986 東　京 古川商業高等学校（宮城）※ 旭川実業高等学校（北海道）

18 1987 東　京 東海大学第四高等学校（北海道）※ 藤沢商業高等学校（神奈川）※ 18 1987 東　京 扇城高等学校（大分）※ 大阪女子短期大学附属高等学校（大阪）※

19 1988 東　京 崇徳高等学校（広島） 社高等学校（兵庫） 19 1988 東　京 旭川実業高等学校（北海道） 熊本信愛女学院高等学校（熊本）

20 1989 東　京 足利工業大学附属高等学校（栃木） 東亜学園高等学校（東京） 20 1989 東　京 順心女子学園高等学校（東京）※ 就実高等学校（岡山）

21 1990 東　京 船橋市立船橋高等学校（千葉） 東北高等学校（宮城） 21 1990 東　京 八王子実践高等学校（東京） 扇城高等学校（大分）※

22 1991 東　京 花園高等学校（京都） 東亜学園高等学校（東京） 22 1991 東　京 氷上高等学校（兵庫） 大阪女子短期大学附属高等学校（大阪）※

23 1992 東　京 東海大学第四高等学校（北海道）※ 深谷高等学校（埼玉） 23 1992 東　京 帝国女子高等学校（大阪）※ 氷上高等学校（兵庫）

24 1993 東　京 釜利谷高等学校（神奈川） 鎮西高等学校（熊本） 24 1993 東　京 八王子実践高等学校（東京） 國學院大學栃木高等学校（栃木）

25 1994 東　京 東海大学第四高等学校（北海道）※ 東亜学園高等学校（東京） 25 1994 東　京 大阪国際滝井高等学校（大阪） 九州文化学園高等学校（長崎）

26 1995 東　京 深谷高等学校（埼玉） 大阪商業大学高等学校（大阪） 26 1995 東　京 共栄学園高等学校（東京） 八王子実践高等学校（東京）

27 1996 東　京 鎮西高等学校（熊本） 大阪商業大学高等学校（大阪） 27 1996 東　京 古川商業高等学校（宮城）※ 熊本信愛女学院高等学校（熊本）

28 1997 東　京 鎮西高等学校（熊本） 釜利谷高等学校（神奈川） 28 1997 東　京 四天王寺高等学校（大阪） 古川商業高等学校（宮城）※

29 1998 東　京 岡谷工業高等学校（長野） 秦野南が丘高等学校（神奈川） 29 1998 東　京 四天王寺高等学校（大阪） 古川商業高等学校（宮城）※

30 1999 東　京 岡谷工業高等学校（長野） 大阪商業大学高等学校（大阪） 30 1999 東　京 古川商業高等学校（宮城）※ 大成女子高等学校（茨城）

31 2000 東　京 岡谷工業高等学校（長野） 深谷高等学校（埼玉） 31 2000 東　京 九州文化学園高等学校（長崎） 八王子実践高等学校（東京）

32 2001 東　京 深谷高等学校（埼玉） 足利工業大学附属高等学校（栃木） 32 2001 東　京 三田尻女子高等学校（山口）※ 九州文化学園高等学校（長崎）

33 2002 東　京 東北高等学校（宮城） 岡谷工業高等学校（長野） 33 2002 東　京 成徳学園高等学校（東京）※ 三田尻女子高等学校（山口）※

34 2003 東　京 岡谷工業高等学校（長野） 鎮西高等学校（熊本） 34 2003 東　京 成徳学園高等学校（東京）※ 文京学院大学女子高等学校（東京）

35 2004 東　京 佐世保南高等学校（長崎） 東北高等学校（宮城） 35 2004 東　京 九州文化学園高等学校（長崎） 下北沢成徳高等学校（東京）

36 2005 東　京 深谷高等学校（埼玉） 東北高等学校（宮城） 36 2005 東　京 共栄学園高等学校（東京） 九州文化学園高等学校（長崎）

37 2006 東　京 深谷高等学校（埼玉） 東北高等学校（宮城） 37 2006 東　京 東九州龍谷高等学校（大分） 京都橘高等学校（京都）

38 2007 埼　玉 東亜学園高等学校（東京） 鎮西高等学校（熊本） 38 2007 埼　玉 大阪国際滝井高等学校（大阪） 東九州龍谷高等学校（大分）

39 2008 東　京 東亜学園高等学校（東京） 星城高等学校（愛知） 39 2008 東　京 東九州龍谷高等学校（大分） 古川学園高等学校（宮城）

40 2009 東　京 都城工業高等学校（宮崎） 東福岡高等学校（福岡） 40 2009 東　京 東九州龍谷高等学校（大分） 古川学園高等学校（宮城）

41 2010 東　京 東洋高等学校（東京） 鎮西高等学校（熊本） 41 2010 東　京 東九州龍谷高等学校（大分） 古川学園高等学校（宮城）

【校名変更】 【校名変更】
・大阪商業大学附属高等学校⇒現・大阪商業大学高等学校 ・岡崎女子高等学校⇒現・人間環境大学岡崎学園高等学校
・藤沢商業高等学校⇒現・藤沢翔陵高等学校 ・博多女子商業高等学校⇒現・博多女子高等学校
・東海大学第四高等学校⇒現・東海大学付属第四高等学校 ・泉州高等学校⇒現・飛翔館高等学校

・成安女子高等学校⇒現・京都産業大学附属高等学校
・香川高等学校⇒現・宇部フロンティア大学付属高等学校
・宇都宮女子商業高等学校⇒現・宇都宮文星女子高等学校
・氷上農業高等学校⇒現・氷上高等学校
・古川商業高等学校⇒現・古川学園高等学校
・扇城高等学校⇒現・東九州龍谷高等学校
・大阪女子短期大学附属高等学校⇒現・大阪女子短期大学高等学校
・順心女子学園高等学校⇒現・広尾学園高等学校
・帝国女子高等学校⇒現・大阪国際滝井高等学校
・三田尻女子高等学校⇒現・誠英高等学校
・成徳学園高等学校⇒下北沢成徳高等学校

［男　子］

全国高等学校バレーボール選抜優勝大会
歴代優勝・準優勝校

全国高等学校バレーボール選抜優勝大会は、2010年3月に41年の歴史に幕を降ろしました。

［女　子］
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